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このたびは、スーパー32X専用ソフト

『バーチャ レーシング デラックス』をお

買い上げいただき、まことにありがとう

ございます。ゲームをより楽しく遊ぶた

めに、この取扱説明書をあらかじめお読

みいただくことをおすすめします。

CONTENTS

操作方法

4
ゲームの始め方

6
電源を入れると…/モードセレクト

6
カーセレクト

7
コースセレクト

8

各モ…ドの遊び方

10
∨irtua Raclng

10
Time Attack

ll

2players VS
12

Reco「ds/Options
13

使用上のご注意

14

このソフトはレースのタイムなどを記狼するパッ

クアップ機能がありますので、むやみに電源を切

つたリリセットボタンを押したりしないでくださ

ぃ。話漂桃器が消えてしまうことがあります。



このゲームは、 1～2人用です。2人で遊ぶときは、本体

のコントロール端子 1と
ΞttPLAYER lと PLAYttR2

のコント回―ルパッドを接続してください。

■モードセレクト時の操作

■ゲーム中のマシン操作
ゲーム中のマシン操作法は、下

の表のとおりです。

(オプション機能によつて、操作

ボタンを変更することもできます

が、ここでは操作タイプAで説明

します)

▲オプション画面曖操作ボタン

は占昌に変更できます。詳しく

はP13を参照してください。

このゲームは、プレイ中にブレイヤーの視点を変えることができ

ます。6Bパッドを使用するときは×ボタンがV日 l、 Cボタンが

VR2、 YボタンがV日 3、 ZボタンがVR4に対応しています。

また、3Bパッドを使用するときは、Cボタンを押すたびに下の矢

印の順序で画面が変わっていきます。

V

塁黒
タ
ン

*リ プレイを含めたポーズ中にA・ B・ Cボタンを同時に押すとリセット

がかかり、前の画面に戻ります。
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■電源を入れると…
スーパー32Xにカートリッジ

をセットし、電源を入れるとオ

ープニングのデモ画面が始まり

ます。このときスタートボタン

を押せば、タイトル画面に続い

てモードセレクト画面が表示さ

れます。

■モードセレクト
このゲームには5つのモード

が用意されています。方向ボタ

ンでモードを選び、決定してく

ださい。

なお、5つのモードの特徴は

以下のとおりです。

ザ静量議 1掲餌」鵬J(バ
~チヤレーシングモード)

コンピュータが操作する15台のマシンと順位を競い合い、トップを目

指します。

せ輔 機A輔    (タイムアタックモード)

他のマシンはコース上に現れません。ブレイヤーの操るマシンだけで、

ベストラツプに挑戦するモードです。

堂滲麺ッ3湾■VS(2プレイヤーズVSモード)

ブレーヤー 1とプレーヤー2が、l対 1で競い合う対戦モードです。画

面は上下2分割されます。

職蓼鋏腕電鶴 (レコードモード)

∨irtua Racingモードと丁ime Attackモ ードの3車種、5コ ー

スの上位20位までの記録を見るモードです。

輛      (オ
プションモード)

ボタン操作やレベル設建の変更ができます。また、ゲーム年の赫業警
やBGMを 聞くこともできます。

■カーセレクト
モードセレクト画面で∨i「tua

Racingモ ード、丁ime Attack
モード、2 playe「 s VSモード

を選ぶと、カーセレクト画面に切

り替わります。車種とトランスミ

ッション (オートマチックかマニ

ュアルシフトか)を決定してくだ

さい。また、2 playe「 s∨Sモー

ドのときは、ここで八ンディキャ

ップをつけることもできます。(詳

しくはP12を参照してください)

|

▲カーセレクト画面□

▲カーセレクト画面回

吻 ‖

▲モードセレクト画面
業務用 Fバーチャレーシング」と同じも

のです。3車種の中でもっともパランスの

とれた車で加速がよいのが特徴です。

今回、新たに追加された車種のひとつで

す。乗用車をベースにしたレーシングカー

で、非常に操作しやすい車です。

もうひとつのニューカーです。最高速が

他の2車に較べて速い反面、低速のコーナ

ーが不得意です。

▲オープニングデモ画面



■コースセレクト
モードセレクト、カーセ

レクトに引き続き、今度は

実際に走るコースを選択し

ます (Time Attack、
2 players VSの 各モー

ドでは周回数も選べます)。

業務用でお馴染みの3コ ー

スに、新たに2コ ースを追

加した金5コース。ここで、

それぞれの特徴を紹介しま

しょう。

魃 轟 二
=▲コースセレクト画面

海岸線を駆け抜けるコー

ス。海岸沿いを抜けた後に

出てくるきついヘアピンコ

ーナーと、その後の両サイ

ドを岩山に囲まれたコーナ

ーが大きな特徴です。ここ

のビットでは、タイヤとウ

イングを交換することがで

きます。

森林の中に設けられた初

心者向けのコース。コース

幅が広くとられているため、

少々のミスでクラッシュす

ることはありません。この

コースのみ、ビットスター

トとなります。また、ビッ

トではタイヤのみを交換す

ることができます。

輻 くコース全景

くコース全景

くコース全景

市街地を利用して造られ

たコースです。直角に近い

コーナーが数多く存在し、

かなり高度なテクニックが

要求されるでしょう。

また、このコースにもピ

ットがあり、タイヤ、ウイ

ングともに交換することが

できます。

広大な砂漠に設けられた

コース。コース途中に分岐

があり、一方は簡単だが距

離が長く、もう一方は細く

ヨーナーも難しいが距離は

短くなつています。どちら

を通るかはプレイヤーの判

断次第です。なお、ここに

はビットはありません。

くコース全景

ベイブリッジや立体交差

など、変化に富んだコース。

途中から細くなる道には要

注意。コーナーも緩やかな

ものから非常にきついもの

まできまざまあり、テクニ

カルなコースになつていま

す。なお、このコースには

ピットはありません。

モードセレクト、カーセレクト、コースセレクト。すべて

決定したら、いよいよゲームスタートです。

|■■饉 攣 藁 藝 番■||■

くコース全景



黎
業務用『バーチャレーシン

グ」の移植モード.コ ンピュ

ータが操作する15台のマシン

を相手に競い合います。周回

数は5周。レース途中で制限

時間が0になると、ゲームオ

ーバーとなります。

“

A―
プレイヤーの操作するマシ

ンl台だけで、制限時間に関

係なく走ることができます。

最初に設定した周回数 (5周、

10周、15周、20周のいずれか)

を走りきると、ゲームは終了

となります。

ネームエントリーについて
Virtua Racingモ ードでトータルタイムが20位以内にはい

るか、フアステストラップを出すとネームエントリーできます。

1早ど条r9:糞雰;i〔誉ぎllt彗務瞥憮|:1嗜急働

するか、Bボタンを押してください。

各コースには、数か所のチェックポ

イントが設けられています。ここを通

過すると「巨XttEND TIM匡 」とし

て、制限時間に一定のタイムが加算さ

れます。

完走するとRESULT画 面になり、「YES」 を選ぶと

リブレイが見られます。「NO」 を選ぶとコースセレク

ト箇笛に震ります。リブレイ囀こBボタンを伸す馴

のカメラアングルに切り替えられます。なお、 A C

ボタンでぼ1墾撹煮こあり魯えられ、労論夕九下



‐」2phy訂ぅ ys
プレイヤー 1とプレイヤー

2が、1対 1で競争します。先

に規定周回数 (5周、10周、15

周、20周の中から選択)を完走

したほうが勝ちです。負けた

ほうがスタートラインを通過

するとゲーム終了となります。

■Rcods
3車種、5コース別に、それぞ

れ20位までのトータルタイムとフ

アステストラツプを表示します。

プレイヤーのタイムは、よいもの

を4つまで自動的に記録します。

■0口わnS
ゲームの難易度や操作方法の変

更、またB.GMや効果音を聞く

ことができるモードです。方向ボ

タンの上下で項目を変更し、左右

で設定を変更することができます。

なお、スタートボタンを押すか、

匡Xl丁を選んで決定するとモード

セレクト画面に戻ります。

▲レコード画面。スタートボ

タンかBボタンを押すと、モ

ードセレクト画面に戻ります。

「
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▲オプション画面。各項目の

説明は下を参照 してください。
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このモードでは、難易度に差をつけ

ることができます。カーセレクト画面

の「Handicap」 にカーソルをあわせ、

数字を変更してください (数字が大き

いほどマシンは滑りやすくなります)。

● |■ ■ ■ ■ ■ |:11111111:11::||||||

チェックポイントおよびスタートラ

インを通過するたびに、遅れているプ

レイヤー画面には先頭とのタイム差が

表示されます。

転菫V鰻鯉
∨i「tua Racingモ ードの難易度を、3段階の中から

選ぶことができます。

難.鶴。鰻。  ボg5念菫曇T[曇言言看黒15:囃 E3重::A・
C

鶴薔饉.

ゲーム中の効果音を聞くことができます。操作方法は

BGMの 場合と同じです。

V曜闘Ctt B勉
詰 瀑 κ 誓 賽 腎 勇

とができます。操作方法は、

篤XttA購鵞『

闘◎軍菫
自車のエンジン音の大きさを変えることができます。

A・ B・ Cボタンを押すと操作タイプ選択画面になりま

臨◎闘薔腱◎憮 :Ь浮2瑾急XT[繁931∬ξ言l栗ぶ5:讐ぁ霞作

｀

設定を自由に変更することができます。
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●電源 OFFをまず確認 /

カートリッジを抜き差しすると

ヽ`  きは、わ 絲
のパワースイッ

チをOFFに し

ておいてくださ

い。

●薬品を使って拭かないで /

カー トリッジの汚れを拭 くとき

に、シンナーや

ベンジンなどの

薬品を使わない

でください。

●カートリッジは精密機器/

落とすなどの強いショックを

与えないでくだ

さい。また、分

解は絶対にしな

いでください。

●保管場所に注意して/

カートリッジを保管するときは、

●ゲームで遊しヽセきは

ゲームで遊.い ときは、部屋を明

るくし、なるべくテレビ画面か

ら離れてください。また、健康

のため、 1時間ごとに|トフ吟

の休憩をとり、疲れているとき

や睡眠不足でのプレイは避けて

ください。

● ● ● ● 健 康 上 の ご 注 意 ● ● ● ●

ごくまれに強い光の刺激や点滅kテ レビ国画などを見ていて、一時

的に筋肉のけいれん。意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こ

うした経験のある方は、ゲームで遊、い前に必ず医師と相談してくだ

さい。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐにゲ

ームをやめ、医師の診察を受けてください。
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河 河
テレフォン

セガ ファックス クラブ

03-5950‐ 7700
1 フアックスの賞藷黒を礎ってコール。
2 讐書ガイダンスにしたがってボタンを
押せ|よ 欲しい糟鞘がファックスで選
信されます。

ネプッシュ自鵜また崎トーンあり魯えのあ
るダイヤル回線をお使い ください。

本  社 〒144東京都大田区羽田1-2-12

…お客様相談センター フリーダイヤル 面 0420-012235

受付時間 月～金 10:∞～17:00(除く祝日)
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